
あたらしく購入した本　 （１０/２２～１１/４） 2022年11月5日作成

◇中央図書館

〈一般〉

難しい本を読むためには 山口　尚 筑摩書房 2022年8月 019.1/ﾔ

考えすぎてしまうあなたへ グウェンドリン　スミス ＣＣＣメディアハウス 2022年8月 146.8/ｽ

　心配・落ち込み・モヤモヤ思考を手放すセラピー 

７０歳の正解 和田　秀樹 幻冬舎 2022年7月 159.7/ﾜ

日本の名言１００　先人の教え×賢人の知恵 木村　進 総合法令出版 2022年8月 159.8/ｷ

鴻上尚史のなにがなんでもほがらか人生相談 鴻上　尚史 朝日新聞出版 2022年8月 159/ｺ

　息苦しい「世間」を楽に生きる処方箋

ウクライナ侵攻とロシア正教会　この攻防は宗教対立でもある 角　茂樹 河出書房新社 2022年8月 198.1/ｽ

歴史の本棚 加藤　陽子 朝日新聞出版 2022年8月 204/ｶ

越境する出雲学　浮かび上がるもうひとつの日本 岡本　雅享 筑摩書房 2022年8月 210.3/ｵ

たたらの実像をさぐる山陰の製鉄遺跡 角田　徳幸 新泉社 2022年8月 217.1/ｶ

世界史に翻弄される国ウクライナ「裏面史」物語 国際情勢ファクト研究所∥編著 宝島社 2022年8月 238.6/ｺ

北欧史　上 百瀬  宏（他）∥編 山川出版社 2022年8月 238.9/ﾓ

　デンマーク・ノルウェー・スウェーデン・フィンランド・アイスランド

北欧史　下 百瀬  宏（他）∥編 山川出版社 2022年8月 238.9/ﾓ

　デンマーク・ノルウェー・スウェーデン・フィンランド・アイスランド

ザ・クイーン エリザベス女王とイギリスが歩んだ一〇〇年 マシュー  デニソン カンゼン 2022年6月 289.3/ｴ

公務員のための広報の教科書 佐久間　智之 学陽書房 2022年8月 318.5/ｻ

どうすれば日本人の賃金は上がるのか 野口　悠紀雄 日経ＢＰマーケティング 2022年9月 332.1/ﾉ

経営１２カ条　経営者として貫くべきこと 稲森　和夫 日本経済新聞出版 2022年9月 335/ｲ/ｹｲｴｲ

パーパスモデル　人を巻き込む共創のつくりかた 吉備  友理恵（他） 学芸出版社 2022年8月 360/ｷ

今すぐ格差を是正せよ！ ベン　フィリップス 筑摩書房 2022年8月 361.8/ﾌ

「ごみ屋敷」で暮らす高齢者の実態 河合　美千代 明石書店 2022年8月 367.7/ｶ

　「重度のためこみ状態にある住宅」の要因から居住者への支援まで

ＣＤ・ＱＲ音源付ですぐに使える！高齢者のための音楽レクリエーション 武知  治樹（他）∥監修 メイツユニバーサルコンテンツ 2022年8月 369.2/ｼ

　音楽療法のプロが教える 伴奏・楽譜・歌詞集全３６曲

「ヤングケアラー」とは誰か　家族を“気づかう”子どもたちの孤立 村上　靖彦 朝日新聞出版 2022年8月 369/ﾑ

算数文章題が解けない子どもたち　ことば・思考の力と学力不振　 今井　むつみ（他） 岩波書店 2022年6月 375.4/ｲ

サイレント・アース　昆虫たちの「沈黙の春」 デイヴ　グールソン ＮＨＫ出版 2022年8月 486/ｸﾞ

０歳からのアレルギー戦記　牛乳・卵・小麦がダメ！ カラスヤ　サトシ ぶんか社 2022年8月 493.93/ｶ

新生児科医・小児科医ふらいと先生の子育て 今西　洋介∥監修 西東社 2022年8月 493.98/ｼ

　「これってほんと？」答えます

マスクを捨てよ、町へ出よう 井上  正康（他） 方丈社 2022年8月 498.6/ｲ

　免疫力を取り戻すために私たちができること 

世界を変える１００の技術　日経テクノロジー展望２０２３ 日経ＢＰ∥編 日経ＢＰ 2022年9月 502/ﾆ

廃炉とは何か　もう一つの核廃絶に向けて 尾松　亮 岩波書店 2022年8月 543.5/ｵ

老後の心配はおやめなさい　親と自分の「生活戦略」 荻原　博子 新潮社 2022年8月 591/ｵ

ネコの看取りガイド　ネコのきもちがマルわかり 服部  幸∥監修 エクスナレッジ 2022年9月 645.7/ﾈ

キングダム　６６ 原  泰久 集英社 2022年9月 726/ﾊ/66

小さなひとり暮らしのものがたり みつはし　ちかこ 興陽館 2022年8月 726.1/ﾐ

隙あらば猫　町田尚子画集 町田　尚子 青幻舎 2022年8月 726.5/ﾏ

放哉の本を読まずに孤独 せきしろ 春陽堂書店 2022年8月 914.6/ｾ

ニューヨーク現代詩３６人集 Ｄ．Ｗ．ライト∥編 思潮社 2022年8月 931.7/ﾗ

われら闇より天を見る　 クリス　ウィタカー 早川書房 2022年8月 933.7/ｳ

鳥脳力（ちょうのうりょく）　小さな頭に秘められた驚異の能力 渡辺　茂 化学同人 2022年8月 B488/ﾜ

珈琲屋の人々　心もよう　５ 池永　陽 双葉社 2022年9月 BF/ｲｹ/5

新・浪人若さま新見左近 不吉な茶釜 １１ 佐々木  裕一 双葉社 2022年8月 BF/ｻｻ/11

●新着資料リスト●



烏の緑羽　八咫烏シリーズ 阿部　智里 文藝春秋 2022年10月 F/ｱﾍﾞ

グッバイ・クルエル・ワールド 黒住  光 リトルモア 2022年8月 F/ｸﾛ

浅草ルンタッタ 劇団ひとり 幻冬舎 2022年8月 F/ｹﾞｷ

マル暴　ディーヴァ 今野  敏 実業之日本社 2022年9月 F/ｺﾝ

首取物語 西條　奈加 徳間書店 2022年9月 F/ｻｲ

裂けた明日 佐々木　譲 新潮社 2022年8月 F/ｻｻ

素晴らしき国 小路　幸也 角川春樹事務所 2022年9月 F/ｼﾖ

看守の信念 城山　真一 宝島社 2022年3月 F/ｼﾛ

作家刑事毒島の嘲笑 中山　七里 幻冬舎 2022年7月 F/ﾅｶ

ＳＬやまぐち号殺人事件 西村  京太郎 文藝春秋 2022年8月 F/ﾆｼ

新！店長がバカすぎて 早見　和真 角川春樹事務所 2022年9月 F/ﾊﾔ

クリ粥 山本　一力 祥伝社 2022年8月 F/ﾔﾏ

〈児童〉

チャコウラさんの秘密を知りたい！ナメクジの話 宇高　寛子 偕成社 2022年9月 48/ｳ

小説  映画  さかなのこ 有沢  ゆう希 講談社 2022年8月 91/ｱ

ナマコのばあちゃん こしだ  ミカ 偕成社 2022年9月 E/ｺ

パンどろぼう　おにぎりぼうやのたびだち 柴田　ケイコ ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2022年9月 E/ｼ

たしますよ たごもり  のりこ 金の星社 2022年8月 E/ﾀ

モモンガのはいたつやさん　もりのいたずらっこ ふくざわ　ゆみこ 文溪堂 2022年10月 E/ﾌ

わたしがいじわるオオカミになった日 アニック　マソン パイインターナショナル 2022年8月 E/ﾏ

ふっと… 松成　真理子 ＢＬ出版 2022年9月 E/ﾏ

いない　いない　だーれだ？ エルサ  ムロジウィッツ ロクリン社 2022年8月 E/ﾑ

                                       ＊　貸出中の資料はご予約ください。



あたらしく購入した本　 （１１/５～１１/１１） 2022年11月12日作成

◇中央図書館

〈一般〉

図書館の日本文化史 高山  正也 筑摩書房 2022年9月 010.2/ﾀ

調べ物に役立つ図書館のデータベース 小曽川  真貴 勉誠社 2022年8月 015.2/ｺ 

サルタヒコのゆくえ 仮面に隠された古代王朝の秘密 戸矢  学 河出書房新社 2022年9月 210.3/ﾄ

私のことば体験 松居  直 福音館書店 2022年9月 289.1/ﾏ

中国・四国の山 岡本  良治　他 山と溪谷社 2022年9月 291.7/ｵ

るるぶ山陽山陰ベスト 〔２０２２－２〕 ＪＴＢパブリッシング 2022年10月 291.7/ﾙ/22

お風呂自慢の宿 大切な人と愉しむ、極上の湯とやすらぎ ２０２３年度版 舵社 2022年8月 291/ｵ/23

安倍さんはなぜリベラルに憎まれたのか 八幡  和郎 ワニブックス 2022年9月 312.1/ﾔ

  地球儀を俯瞰した世界最高の政治家

北方領土のなにが問題？ 黒岩  幸子 清水書院 2022年8月 319.1/ｸ

日朝交渉３０年史 和田  春樹 筑摩書房 2022年9月 319.1/ﾜ

ウクライナ戦争と分断される世界 大西  広 本の泉社 2022年9月 319/ｵ

教えて南部先生！１８歳成人Ｑ＆Ａ 南部  義典 シーアンドアール研究所 2022年10月 324.1/ﾅ

未来のお金の稼ぎ方 お金が増えれば人生は変わる 児玉  隆洋 幻冬舎 2022年8月 338/ｺ

社会保険・労働保険の届け出と手続き 古見  明子 同文舘出版 2022年9月 364.3/ﾌ/ﾐﾄﾞﾘ

転職者のための面接突破術 採用獲得のメソッド ２０２４年度版 坂本  直文 マイナビ出版 2022年8月 366.2/ｻ/ｷ

ハイヒールを履かない女たち 北欧・ジェンダー平等社会のつくり方 あぶみ  あさき かもがわ出版 2022年9月 367.1/ｱ

差別は思いやりでは解決しない 神谷  悠一 集英社 2022年8月 367.1/ｶ

発達障害、治った自慢大会！ 治そう！発達障害どっとこむ 花風社 2022年8月 378/ﾅ

科学のカタチ 養老  孟司　他 時事通信出版局 2022年8月 407/ﾖ

人体ｖｓウイルス 驚異の免疫ネットワーク ＮＨＫスペシャル「人体」取材班 医学書院 2022年9月 493.87/ｴ

気象病ハンドブック 低気圧不調が和らぐヒントとセルフケア 久手堅  司 誠文堂新光社 2022年9月 498.41/ｸ

腸活で長生き！オートミール健康レシピ 池田書店 2022年8月 498.58/ﾁ/ﾁｮｳｼﾞｭ

ブルーカーボンとは何か 温暖化を防ぐ「海の森」 枝廣  淳子 岩波書店 2022年9月 519.4/ｴ

作務衣、甚平、はんてん、日常着 手作りしたい和スタイル 改訂版 ブティック社 2022年9月 593.1/ｻ/ｺｽ

台所道具 日本の手仕事  暮らしの道具店ｃｏｔｏｇｏｔｏ 翔泳社 2022年9月 596.9/ﾆ

今日からはじめる減塩ごはん 少しの工夫で驚くおいしさ 小田  真規子 家の光協会 2022年9月 596/ｵ/ｼｮｸﾚｼﾋﾟ

おいしい絵本レシピ 野口  真紀 福音館書店 2022年9月 596/ﾉ/ｵﾚ

エリック・カール 絵本の秘密をさぐる 別冊太陽スペシャル 平凡社 2022年9月 726.6/ｶ

幻の戦争マンガ 矢口  高雄∥ほか〔著〕 祥伝社 2022年9月 726/ﾔ

アスリート盗撮 共同通信運動部∥編 筑摩書房 2022年9月 780.2/ｷ

あ゙ 教科書が教えない日本語 山口  謠司 中央公論新社 2022年9月 810.4/ﾔ

超訳  芭蕉百句 嵐山  光三郎 筑摩書房 2022年9月 911.3/ﾏ/ﾁｬ

歩きながら考える ヤマザキ  マリ 中央公論新社 2022年9月 914.6/ﾔ

戦争日記 鉛筆１本で描いたウクライナのある家族の日々 オリガ  グレベンニク 河出書房新社 2022年9月 986/ｸﾞ

殺意 サスペンス小説集 井上  靖 中央公論新社 2022年8月 BF/ｲﾉ

空也十番勝負 ８ 名乗らじ 佐伯  泰英 文藝春秋 2022年9月 BF/ｻｴ/8

公家武者信平 １３ 姉妹の絆 佐々木  裕一 講談社 2022年9月 BF/ｻｻ

池袋ウエストゲートパーク １８ ペットショップ無惨 石田  衣良 文藝春秋 2022年9月 F/ｲｼ/18

天の歌 中上  健次 小学館 2022年9月 F/ﾅｶ

ストロベリー戦争 弁理士・大鳳未来 南原  詠 宝島社 2022年9月 F/ﾅﾝ

怪盗フラヌールの巡回 西尾  維新 講談社 2022年9月 F/ﾆｼ

若葉荘の暮らし 畑野  智美 小学館 2022年9月 F/ﾊﾀ

ケーキの切れない非行少年たちのカルテ ドキュメント小説 宮口  幸治 新潮社 2022年9月 F/ﾐﾔ

〈ティーンズ〉

「死んでもいいけど、死んじゃだめ」と僕が言い続ける理由 大空  幸星 河出書房新社 2022年9月 S367/ｵ

●新着資料リスト●



〈児童〉

クジラの進化 水口  博也 講談社 2022年8月 48/ﾐ

本好きの下剋上 第２部〔６〕 香月  美夜 ＴＯブックス 2022年9月 91/ｶ

まちのおばけずかん  ハイ！ 斉藤  洋 講談社 2022年8月 91/ｻ/ｺﾜｲ

はじめてであう古事記 上巻 西田  めい∥編 あすなろ書房 2022年8月 91/ﾆ

はじめてであう古事記 下巻 西田  めい∥編 あすなろ書房 2022年8月 91/ﾆ

ガリレオの事件簿 １ ポルターガイストの謎を解け 東野  圭吾 文藝春秋 2022年8月 91/ﾋ/1

ガリレオの事件簿 ２ 幽体離脱の謎を追え 東野  圭吾 文藝春秋 2022年9月 91/ﾋ/2

もぐもぐ  がじがじ 大島  妙子 福音館書店 2022年9月 E/ｵ

ぴーぴーばっくしまーす 片山  健 福音館書店 2022年9月 E/ｶ

なにになれちゃう？ チョー  ヒカル 白泉社 2022年9月 E/ﾁ

ふしぎなひきだし つがね  ちかこ 金の星社 2022年9月 E/ﾂ

タオルちゃん ひらぎ  みつえ 金の星社 2022年9月 E/ﾋ

からっぽのにくまん まつなが  もえ 白泉社 2022年9月 E/ﾏ

びんにいれてごらん デボラ  マルセロ 光村教育図書 2022年8月 E/ﾏ

リスタクシー もとやす  けいじ 佼成出版社 2022年9月 E/ﾓ

トット・ボトットとちいさなたてぶえ アーノルド  ローベル 好学社 2022年8月 E/ﾛ

                                       ＊　貸出中の資料はご予約ください。



あたらしく購入した本　 （１１/１２～１１/１８） 2022年11月19日作成

◇中央図書館

〈一般〉

Ｗｅｂ３．０ビジネス見るだけノート 加藤　直人∥監修 宝島社 2022年8月 007.3/ｳ

　バーチャルファースト時代の新しい生存戦略がゼロからわかる！

Ｗｅｂ３時代のＡＩ戦略 大植　択真 日経ＢＰマーケティング 2022年8月 007.3/ｵ

　社会課題解決を成長ビジネスに変える正のスパイラル カギはＢＡＳＩＣｓフレームワーク

世界をリードする８つの最新テクノロジー　 日経ＢＰマーケティング 2022年10月 007.3/ｾ

　Ｗｅｂ３からメタバース、量子コンピューターまで

絵本で学ぶＳＤＧｓ　地球の未来を考える 絵本でＳＤＧｓ推進協会∥編 平凡社 2022年9月 019.5/ｴ 

こわいほど自分の強みがわかる！すごい手相学 寺島　みさお ユサブル 2022年9月 148.1/ﾃ

　脳の動きは手にあらわれる 

７０代で死ぬ人、８０代でも元気な人 和田　秀樹 マガジンハウス 2022年3月 159.7/ﾜ

「心地よさセンサー」を磨けば人生は必ずうまくいく！ Ｋｅｎｊｉ ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2022年9月 159/ｹ

心配ごとや不安が消える「心の整理術」を１冊にまとめてみた 松原　正樹 アスコム 2022年3月 188.8/ﾏ

熔ける　再び　そして会社も失った 井川　意高 幻冬舎 2022年6月 289.1/ｲ

お風呂自慢の宿　東海・信州・関西・中四国編　２０２３ 舵社 2022年8月 291/ｵ/23

萩　津和野　門司港レトロ　下関　〔２０２２〕 ＪＴＢパブリッシング 2022年10月 291.7/ﾊ/22

オーストラリア　Ｃ１１　２０２３－２０２４版　地球の歩き方 学研プラス 2022年10月 297/ｵ

アメリカとは何か　自画像と世界観をめぐる相剋 渡辺  靖 岩波書店 2022年8月 302.5/ﾜ

自民党の統一教会汚染　追跡３０００日 鈴木　エイト 小学館 2022年10月 312.1/ｽ

安倍総理のスピーチ 谷口　智彦 文藝春秋 2022年9月 312.1/ﾀ

自治体クラウドファンディング　地域創生のための活用策 佐野　修久 学陽書房 2022年8月 318/ｻ

台湾に何が起きているのか 福島　香織 ＰＨＰ研究所 2022年9月 319.2/ﾌ

ウクライナ危機から問う日本と世界の平和　戦場ジャーナリストの提言 志場　玲 あけび書房 2022年8月 319.3/ｼ

ウクライナ戦争と米中対立　帝国主義に逆襲される世界 峯村　健司（他） 幻冬舎 2022年9月 319.3/ﾐ

ウクライナ戦記　不肖・宮嶋最後の戦場 宮嶋　茂樹 文藝春秋 2022年8月 319.3/ﾐ

経済のことよくわからないまま社会人になった人へ 池上　彰 ダイヤモンド社 2022年9月 330/ｲ

９０歳になっても、楽しく生きる 樋口  恵子 大和書房 2022年8月 367.7/ﾋ

外国人の生存権保障ガイドブック　 生活保護問題対策全国会議∥編 明石書店 2022年9月 369.2/ｾ

　Ｑ＆Ａと国際比較でわかる生活保護と医療

日本の児童相談所　子ども家庭支援の現在・過去・未来 川松  亮（他）∥編著 明石書店 2022年9月 369.4/ｶ

葬式消滅　お墓も戒名もいらない 島田  裕巳 Ｇ．Ｂ． 2022年6月 385.6/ｼ

さらに知っておきたい日本の絶滅危惧植物図鑑 長澤  淳一（他） 創元社 2022年9月 470.3/ﾅ

家族が「うつ」になって、不安なときに読む本 下園  壮太（他） 日本実業出版社 2022年9月 493.76/ｼ

マンガＡＰＤ／ＬｉＤって何！？聞こえているのに聞き取れない私たち きょこ 合同出版 2022年8月 496.6/ｷ

家好き芸人アンガールズ・田中が行く！建築家の自邸探訪 扶桑社 2022年10月 527/ｲ

今すぐ使えるかんたんいちばんやさしいＳｋｙｐｅ超入門 八木　重和 技術評論社 2022年10月 547.4/ﾔ/P

手織りの教科書　基礎から二重織、着物までのすべてを網羅した 彦根　愛 グラフィック社 2022年9月 753.3/ﾋ/ｺｳｹﾞｲ

定年後ずっと困らないお金の話　会社も役所も銀行もまともに教えてくれない 頼藤　太希 大和書房 2022年6月 B591/ﾖ

セピア色の回想録　杉原爽香〈４９歳の春〉 赤川　次郎 光文社 2022年9月 BF/ｱｶ

家康の養女　満天姫の戦い 古川　智映子 潮出版社 2022年9月 BF/ﾌﾙ

高瀬舟 大活字本シリーズ  森鴎外 森　鷗外 三和書籍 2022年9月 DF/ﾓﾘ

ｉｎｖｅｒｔ　２ 相沢  沙呼 講談社 2022年9月 F/ｱｲ/2

はぐれんぼう 青山　七恵 講談社 2022年9月 F/ｱｵ

李良枝セレクション 李　良枝 白泉社 2022年9月 F/ｲ

老害の人 内館　牧子 講談社 2022年10月 F/ｳﾁ

営繕かるかや怪異譚 その３ 小野　不由美 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2022年8月 F/ｵﾉ/3

煉獄の時 笠井　潔 文藝春秋 2022年8月 F/ｶｻ

われ去りしとも美は朽ちず 玉岡　かおる 潮出版社 2022年9月 F/ﾀﾏ

オリンピックを殺す日　ＴＨＥ  ＧＡＭＥ 堂場　瞬一 文藝春秋 2022年9月 F/ﾄﾞｳ

いけない　２ 道尾　秀介 文藝春秋 2022年9月 F/ﾐﾁ/2

●新着資料リスト●



〈ティーンズ〉

ケーキ王子の名推理（スペシャリテ） ６ 七月　隆文 新潮社 2022年8月 SBF/ﾅﾅ/6

〈児童〉

シャドウゴースト　イアリーの魔物 トーマス　テイラー 小学館 2022年9月 93/ﾃ

ねずみさんのパンツ ｔｕｐｅｒａ　ｔｕｐｅｒａ ブロンズ新社 2022年8月 E/ﾂ

                                       ＊　貸出中の資料はご予約ください。



あたらしく購入した本　 （１１/２０～１１/２５） 2022年11月26日作成

◇中央図書館

〈一般〉

絶版本 柏書房編集部∥編 柏書房 2022年10月 019.9/ｶ

“正しい”を疑え！ 真山  仁 岩波書店 2022年9月 159.7/ﾏ

江戸にラクダがやって来た 日本人と異国・自国の形象 川添  裕 岩波書店 2022年9月 210.5/ｶ

地図帳の深読み 鉄道編 今尾  恵介 帝国書院 2022年9月 290.4/ｲ

ぼくらの戦争なんだぜ 高橋  源一郎 朝日新聞出版 2022年8月 304/ﾀ

非戦の安全保障論 ウクライナ戦争以後の日本の戦略 柳澤  協二　他 集英社 2022年9月 319.8/ﾔ

日本型「談合」の研究 和をもって貴しとなす、入札不正の裏側 梶原  一義 毎日新聞出版 2022年9月 326.2/ｶ

入管問題とは何か 終わらない〈密室の人権侵害〉 鈴木  江理子　他∥編著 明石書店 2022年9月 329.9/ｽ

彼女はなぜ、この国で 入管に奪われたいのちと尊厳 和田  浩明 大月書店 2022年9月 329.9/ﾜ

小さな会社が本当に使える節税の本  新版 冨田  健太郎　他 自由国民社 2022年8月 336.9/ﾄ/ﾐﾄﾞﾘ

  社長、そんな節税策ではあとがコワイです！

女女問題のトリセツ（じょじょもんだいのとりせつ） 黒川  伊保子∥編著 ＳＢクリエイティブ 2022年9月 361.4/ｸ

  イラつく女への７つの対処法 

Ｑを追う 陰謀論集団の正体 藤原  学思 朝日新聞出版 2022年9月 361.6/ﾌ

ジェンダーのとびらを開こう 自分らしく生きるために 村田  晶子　他 大和書房 2022年10月 367.1/ﾑ

夫婦がベストパートナーに変わる７７の魔法 岡野  あつこ サンマーク出版 2022年9月 367.3/ｵ

タフラブ  絆を手放す生き方 信田  さよ子 ｄＺＥＲＯ 2022年9月 367.3/ﾉ

どうして男はそうなんだろうか会議 澁谷  知美　他∥編 筑摩書房 2022年8月 367.5/ｼ

  いろいろ語り合って見えてきた「これからの男」のこと

学校の中の発達障害 本田  秀夫 ＳＢクリエイティブ 2022年9月 378/ﾎ

  「多数派」「標準」「友達」に合わせられない子どもたち

数学ガールの物理ノート 波の重ね合わせ 結城  浩 ＳＢクリエイティブ 2022年9月 410/ﾕ

すべては量子でできている 宇宙を動かす１０の根本原理 フランク  ウィルチェック 筑摩書房 2022年9月 421.3/ｳ

月のこよみ ２０２３ 相馬  充∥監修 誠文堂新光社 2022年10月 446/ﾂ/23

くだらないものがわたしたちを救ってくれる キム  ジュン 柏書房 2022年7月 460.7/ｷ

日本の美しい水族館 銀鏡  つかさ∥写真  文 エクスナレッジ 2022年9月 480.7/ｼ

「死んだふり」で生きのびる 生き物たちの奇妙な戦略 宮竹  貴久 岩波書店 2022年9月 481.7/ﾐ

子どものこころの薬ガイド 親の疑問に答える 岡田  俊 日本評論社 2022年9月 493.93/ｵ

「肩が痛い」「腕が上がらない」人のお助けＢＯＯＫ 町田  秀樹 主婦の友社 2022年9月 494.7/ﾏ

  お悩み解決のために自分でできること

オトナ女子をラクにする心とからだの本 女性ホルモンにいいこと大全 高尾  美穂 扶桑社 2022年8月 495/ﾀ

コロナで変わる「かかりつけ医」制度 武藤  正樹 ぱる出版 2022年9月 498.13/ﾑ

薬のキホン 漢方薬剤師が教える 平地  治美 日貿出版社 2022年9月 499.1/ﾋ

メイク大全 今日はどのかわいさでいく？ 長井  かおり 日経ＢＰ 2022年9月 595.5/ﾅ

日本語ラップ名盤１００ 韻踏み夫 イースト・プレス 2022年9月 764.7/ｲ

直訳してはいけない英語表現２００ 牧野  髙吉 河出書房新社 2022年9月 834.4/ﾏ

  ｔｈｅ  ｔｏｐ  ｂａｎａｎａは「一番上のバナナ」ではない！

いちばんわかりやすい俳句歳時記 春夏 新版 辻  桃子　他 主婦の友社 2022年9月 911.3/ﾂ

いちばんわかりやすい俳句歳時記 秋冬新年 新版 辻  桃子　他 主婦の友社 2022年9月 911.3/ﾂ

江戸漢詩の情景 風雅と日常 揖斐  高 岩波書店 2022年8月 919.5/ｲ

忘れたとは言わせない トーヴェ  アルステルダール ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2022年8月 949.8/ｱ

オンガクハ、セイジデアル ブレイディみかこ 筑摩書房 2022年9月 B302/ﾌﾞ

淀川長治映画ベスト１００＆ベストテン 淀川  長治 河出書房新社 2022年9月 B778/ﾖ

正岡子規ベースボール文集 正岡  子規 岩波書店 2022年9月 B918/ﾏ

殺しへのライン アンソニー  ホロヴィッツ 東京創元社 2022年9月 B933/ﾎ

軌道春秋  2 駅の名は夜明 髙田  郁 双葉社 2022年10月 BF/ﾀｶ/2

ＪＫ ２ 松岡  圭祐 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2022年9月 BF/ﾏﾂ/2

武蔵 残日の剣 稲葉  稔 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2022年8月 F/ｲﾅ

祈りのカルテ 再会のセラピー 〔２〕 知念  実希人 ＫＡＤＯＫＡＷＡ 2022年8月 F/ﾁﾈ/2

逃亡刑事 越境刑事 中山  七里 ＰＨＰ研究所 2022年9月 F/ﾅｶ

ええじゃないか 谷津  矢車 中央公論新社 2022年9月 F/ﾔﾂ

●新着資料リスト●



〈ティーンズ〉

中学生から身につけておきたい賢く生きるための金融リテラシー 子どもの学び編集部∥著 ジャムハウス 2022年9月 S338/ｺ

芸術学部 中高生のための学部選びガイド 浅野  恵子 ぺりかん 2022年10月 S376/ｱ/ｼｮｸｷﾞｮｳ

翼っていうのは噓だけど フランチェスカ  セラ 早川書房 2022年9月 S953/ｾ

さよならの言い方なんて知らない。 ６ 河野  裕 新潮社 2022年3月 SBF/ｺｳ/6

さよならの言い方なんて知らない。 ７ 河野  裕 新潮社 2022年11月 SBF/ｺｳ/7

〈児童〉

いろんな人に聞いてみた「なんで勉強しなきゃいけないの？」 秋山  仁　他 金の星社 2022年9月 15/ｱ

正義ってなんだろう 自分の頭で考える力をつける 齋藤  孝 リベラル社 2022年9月 15/ｻ

星ぼしでめぐるギリシア神話 百々  佑利子 岩波書店 2022年8月 16/ﾓ

銭天堂 ふしぎ駄菓子屋 １８ 廣嶋  玲子 偕成社 2022年9月 91/ﾋ/18

まんがで読む古事記 竹田  恒泰∥監修 学研プラス 2022年10月 91/ﾏ

へんしんロボット あきやま  ただし 金の星社 2022年9月 E/ｱ

めがねどろぼう 荒戸  里也子 ＢＬ出版 2022年9月 E/ｱ

ケーキのずかん 植田  まほ子 学研プラス 2022年10月 E/ｳ

くろ きくち  ちき 講談社 2022年9月 E/ｷ

ワニくんのはじめてのおでかけ くすはら  順子 絵本塾出版 2022年8月 E/ｸ

わんぱくだんのまじょのやかた 末崎  茂樹 チャイルド本社 2022年10月 E/ｽ

ひみつのえんそく 武田  美穂 童心社 2022年9月 E/ﾀ

びんからだしてごらん デボラ  マルセロ 光村教育図書 2022年9月 E/ﾏ

どこ？ ほんのなかのさがしもの 山形  明美 講談社 2022年9月 E/ﾔ

                                       ＊　貸出中の資料はご予約ください。


